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2020年 8月吉日 

画医工総展発第 2020-2号 

各  位 

一般社団法人日本画像医療システム工業会 

 

 

 

第 60回日本核医学会学術総会並びに 

第 40回日本核医学技術学会総会学術大会 

併設展示会 出展募集案内 

 
拝啓、貴社益々ご清祥の段 お慶び申し上げます｡ 

さて、第 60 回日本核医学会学術総会並びに第 40 回日本核医学技術学会総会学術大会併設

展示会を下記の日程・内容にて募集致しますのでご案内申し上げます。 

＊募集期間が例年より短期間となっておりますので、ご注意ください。 

 

記 

 

・メインテーマ ：「ネットワークの上で発展する核医学 」 

・第 60 回日本核医学会学術総会 

会 長 ：千田 道雄（神戸市立医療センター中央市民病院分子イメージング研究部） 

会 場 ：神戸国際会議場、神戸国際展示場 1号館 

〒650-0046 神戸市中央区港中島町 6-9-1  

               http://kobe-cc.jp/ 

会 期 ：2020 年 11月 12日(木) ～ 14日(土) 

 

・第 40 回日本核医学技術学会総会学術大会 

大会長 ：長木 昭男（倉敷中央病院放射線技術部) 

会 場 ：神戸国際会議場、神戸国際展示場 1号館 

 会 期 ：2020 年 11月 12日(木) ～ 14日(土) 

 

・併設展示会 

会 場 ：神戸国際展示場 1号館 1階 

http://kobe-cc.jp/ 

会 期 ：2020 年 11月 12日（木）9:30 開会式 ～ 17:00 

 13日（金）9:00 ～ 17:00 

 14日（土）9:00 ～ 12:00 

開場時間：11月 12日、13日、14日とも 8時 30分（予定） 

 

・出  展  料   

 

2020年より消費税抜きの価格を表記します。 

http://kobe-cc.jp/
http://kobe-cc.jp/
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                     ＊下記、表示価格は税抜き表示です。            

(1) スペース小間  

JIRA 会員 42,900円／㎡   

非会員  53,600円／㎡ 

面積は 50㎡、40㎡及び 20㎡に限定とし、高さの上限は 3.6ｍとします。 

 

(2) 基礎装飾付小間 全てシステムパネルを使用します｡  

別紙図面を参照して下さい｡ 

① Ａ小間（6㎡）：間口約 3.0ｍ×奥行約 2.0ｍ×高さ 2.7ｍ  

JIRA会員 428,600円／小間  

非会員  609,500円／小間 

② Ｂ小間 (4㎡)：間口約 2.0ｍ×奥行約 2.0ｍ×高さ 2.7ｍ  

JIRA 会員 300,000円／小間 

非会員  428,600円／小間 

③ Ｃ小間（3㎡）：間口約 2.0ｍ×奥行約 1.5ｍ×高さ 2.7ｍ  

JIRA 会員 200,000円／小間 

非会員  285,000円／小間 

 

＊注：申込数が出展予定小間数を上回った場合は、会員優先とし、過去の実績等を 

勘案のうえ出展小間数を決定させて頂きますのでお含みおき下さい｡ 

 

・角小間加算料金   

※ 今回は、新型コロナウィルス感染対策のため、すべての小間が角小間になる可能

性があるため、角小間料金を徴収いたしません。  

 

・関連医学会・医療研究施設用出展コーナーについて 

JSNM の開催趣旨に則った関連医学会・医療研究施設に限定した出展コーナーを有料にて

設けております。＊下記、表示価格は税抜き表示です。   

(1) 小間の大きさは、間口約 2.0ｍ×奥行約 1.0ｍ、電源コンセント(500w)、組織名

表示板、机(奥行 45cm)、椅子 2脚を用意します。 

(2) 展示料は 100,000円です。 

(3) 設置場所は専用コーナーとなります。（詳細はお問い合わせください） 

(4) 開催趣旨に添わない場合、出展をお断わりさせて頂くことがありますのでご了承

ください。 

 

・共同出展について 

１） 一般社団法人日本画像医療システム工業会の会員と非会員の共同出展を可とします。 

２） 一般社団法人日本画像医療システム工業会の会員同士、非会員同士または会員と非会

員で、幹事会社を含み 3社まで共同出展することができます。幹事会社及び出展料の 

割り振りを申込用紙にご記入下さい。会員と非会員が共同出展を行う場合は、出展料

を非会員価格とし、小間抽選順も非会員扱いとします。 

３） 一般社団法人日本画像医療システムの規定で、割当てられた展示小間の全部または 
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一部を第三者に譲渡・転貸することを禁じております。 

共同出展につきましては、充分ご検討の上お申込下さい。 

 

・出展申込方法及び締切日： 

別紙申込書を E-mail に添付しお申込み下さい。（申込先は最終ページをご覧ください） 

出展申込の締切日は、2020年 8月 28日（金）です。 

 

・出展料振込締切日：2020 年 9 月 9 日(水)付で最終小間決定通知と出展請求書を送付致し

ますので、10月 9日(金)迄に下記銀行に振込みをお願い致します｡  

なお、振込手数料は出展社様にてご負担をお願い致します｡ 

 

・出展料振込先： 三井住友銀行 上野支店 普通預金 No 6500803  

口座名：一般社団法人日本画像医療システム工業会 

 

・出展申込後の取消について：  

自己都合による展示申込みの取り消しや、小間数を減らした場合は、取消料として次の金

額を請求させていただきます。 

※本年は、新型コロナウィルス感染対策のため募集開始が遅れたことにより、例年の期間

とは異なりますので、ご承知おきください。 

① 2020 年 9 月 10日～10 月 9日    既定展示料の 50％ 

② 2020 年 10 月 10 日 以降     既定展示料全額 

      

・小間の仕様・設備等： 

(1) スペース渡しの面積は 50 ㎡、40 ㎡及び 20 ㎡に限定致します｡ 

(2) A,B,C 小間は基礎装飾付とし、背面・側面（袖壁）にシステムパネルを使用し、社名・

蛍光灯、袖壁、床面カーペットが付きます｡ 別紙図面を参照して下さい｡ 

(3) 電気の一次幹線工事費及び電力料は、各小間の使用電力量により、別途 ご負担いただ

きます｡ 増設電源の必要ある場合、増設工事費も同様の扱いと致します｡ 

(4) 申込み締切りの結果、種々問題あると思われる場合は展示委員会において 検討の上、

一部変更をさせていただくことがあります。 

 

・床の耐荷重： 3,000kg/㎡ 

 

・搬入・搬出日 

(1) 搬入・調整 ： 11月 10 日(火) 9:00 ～ 11日（水）(予定) 

※ 11日（水）のみに変更の可能性があります。 

(2) 撤去・搬出 ： 11 月 14 日(土) 12:30 ～ 17:00 (予定) (当日に全て搬出) 

(3) 搬入出の詳細は別途、出展社にお知らせ致します。 

 

・展示説明会・小間割抽選会は行いません。  

小間割は展示委員会にて抽選で決めさせていただきます。 

 



4 / 5 

 

・提出書類：出展の決定した展示会社には、機器展示実施要項及び関係提出書類を 

9月 9日（水）付けで E-mailにてご案内致します。 

提出書類は、10月 9日（金）までに出展社登録システムで入力完了してください 

 

・個人情報の取扱いに関する対応  

提出いただきます書類、出展社登録システムに入力された個人情報は、本展示会に関する

諸手続き、ご連絡ならびに JIRAの運営する展示会に関するご案内以外には使用いたしませ

ん。 

その他個人情報全般に関する取扱いに関しましては、（一社）日本画像医療システム工業会

（JIRA）個人情報保護方針をご参照ください。 

http://www.jira-net.or.jp/info/privacy_policy.html 

 

・自然災害等発生による展示会中止についての対応  

自然災害等発生、感染症の大規模流行により主催者が展示会開催を困難と判断した場合に

は、中止時期における状況を勘案した必要経費を差し引いて、出展料を返却させて頂きま

す。 

 

・新型コロナウィルス感染対策について 

 1)．密集防止 

感染予防のため、人と人の間隔（できるだけ 2ｍを目安に（最小 1ｍ））が確保されるレ

イアウト及び来場者、出展者（ブース設営関連作業者含む）の整理・誘導を行います。 

 2)．入場の制限 

来場者、出展者（ブース設営関連作業者含む）で発熱や体調不良がある方については制

限を行います。また、必要に応じ入館時における体温チェックを致します。 

 3)．マスクの着用 

来場者、出展者（ブース設営関連作業者含む）すべての方へマスクの着用を義務付けし

ます。 

 4).手洗いと手指消毒の徹底 

来場者、出展者（ブース設営関連作業者含む）すべての方の手洗いや手指消毒などを徹

底していただきます。消毒液を入口等に設置致します。 

なお出展品の消毒に関しては出展社にて実施をお願いいたします。 

 5). 換気について 

国際展示場では、空調機器等による換気は行っておりますが、定期的に扉や窓を開ける

など、室内の換気に配慮致します。 

  6).「兵庫県新型コロナウィルス追跡システム」ご利用のお願い 

施設利用時に、各会場に掲示している「兵庫県新型コロナウィルス感染症追跡システム」

の QRコードを読み込み登録することにより注意喚起情報が提供され感染拡大を防止する

ことができます。厚生労働省・接触通知アプリ「COCOA」もご利用いただきますようお願

いいたします。 

＊今後、日本核医学学会、日本核医学技術学会、神戸市より新たな感染対策の指針が出まし

たら、指針に則り対策を実施致します。   

 

http://www.jira-net.or.jp/info/privacy_policy.html
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・その他詳細につきましては、別途改めましてご連絡させていただきます。 

 

・出展申込先及び展示に関する問合せ先：  

一般社団法人日本画像医療システム工業会（JIRA）展示事務局 

担当 渡辺 良、馬場 朋子 

〒112-0004 東京都文京区後楽 2-2-23 

住友不動産飯田橋ビル 2号館 6F  

E-mail: exhibit@jira-net.or.jp 

TEL 03－3816－3450 

以 上 

 

※ 期日一覧 

 

① 8月 3日（月） ・出展募集開始 

② 8月 28日（金）  ・出展申込締切 

③ 9月 9日（水） ・小間決定通知書送付 

 ・出展料請求書送付 

 ・機器展示実施要項 

④ 10月 9日（金） ・関係書類入力期限 

 ・出展料振込期限 

 

 

              

mailto:exhibit@jira-net.or.jp

